
1R 7R 11R

1枠1番 1枠1番 4枠4番

トーケンアーサー 調教師　山本学（船橋） タックドゥ 調教師　出川克己（船橋） ティーズダンク 調教師　水野貴史（浦和）

牝2歳 馬主　トーケンサービス（株） 牝3歳 馬主　首藤徳 牡3歳 馬主　立山伸二

栗毛 生年月日　2018年3月11日 栗毛 生年月日　2017年3月15日 栗毛 生年月日　2017年4月25日

父　サウスヴィグラス 生産牧場　上水牧場 父　サウスヴィグラス 生産牧場　シンユウフアーム 父　スマートファルコン 生産牧場　原田牧場

母　バンダ（父　キングヘイロー） 産地　むかわ町 母　ビクトリーレディー（父　ネオユニヴァース） 産地　新冠町 母　ビフォーダーク（父　キングカメハメハ） 産地　日高町

地方収得賞金　500,000円 地方収得賞金　3,910,000円 地方収得賞金　71,300,000円

北海道：2020/05/27～　10戦0勝（2着2回、3着2回） 北海道：2019/08/01～　6戦1勝（2着0回、3着0回） 北海道：2019/05/08～　9戦3勝（2着2回、3着1回）

7枠10番 南関東：2020/01/10～　10戦1勝（2着3回、3着1回） 南関東：2019/11/25～　8戦2勝（2着2回、3着3回）

トーケンリュウ 調教師　山本学（船橋） 6枠8番 　うち他地区参戦：2戦0勝（2着2回、3着0回）

牡2歳 馬主　トーケンサービス（株） ソイギネー 調教師　林幻（船橋） ◆2020　戸塚記念［川崎］　1着　　◆2019　サンライズC［門別］　1着

鹿毛 生年月日　2018年6月21日 牝4歳 馬主　成富直行 ◆2020　楠賞［園田］　2着　　◆2020　ダービーグランプリ［盛岡］　2着

父　フリオーソ 生産牧場　マルシチ牧場 黒鹿毛 生年月日　2016年4月5日 ◆2019　全日本2歳優駿［川崎］　3着　　◆2020　東京ダービー［大井］　3着

母　レーヴドアクトレス（父　コマンダーインチーフ） 産地　青森県 父　ヴィットリオドーロ 生産牧場　グランド牧場 ◆2020　京浜盃［大井］　3着

地方収得賞金　595,000円 母　ザナイトビフォー（父　クロフネ） 産地　新ひだか町

北海道：2020/06/25～　6戦0勝（2着1回、3着2回） 地方収得賞金　4,559,000円

北海道：2018/08/16～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

2R 佐賀：2018/12/11～　5戦0勝（2着0回、3着1回）

4枠4番 北海道：2019/04/18～　7戦1勝（2着1回、3着3回）

スターオブフェアー 調教師　石井勝男（船橋） 南関東：2019/08/31～　11戦1勝（2着5回、3着0回）

牝2歳 馬主　光安了

鹿毛 生年月日　2018年5月15日 8R

父　ジョーカプチーノ 生産牧場　ムラカミファーム 2枠2番

母　フェアノータム（父　アグネスタキオン） 産地　新冠町 ハッピーアロー 調教師　新井健児（川崎）

地方収得賞金　600,000円 牝4歳 馬主　人見塁

北海道：2020/05/20～　7戦1勝（2着0回、3着0回） 黒鹿毛 生年月日　2016年5月14日

5枠6番 父　キングヘイロー 生産牧場　鹿戸美明

サントレゾール 調教師　林正人（船橋） 母　テンビーエース（父　テンビー） 産地　日高町

牡2歳 馬主　（有）太盛 地方収得賞金　6,585,000円

鹿毛 生年月日　2018年4月27日 北海道：2018/06/07～　10戦1勝（2着1回、3着4回）

父　モンテロッソ 生産牧場　ストロベリーフィールドファーム株式会社 南関東：2019/01/23～　31戦2勝（2着2回、3着0回）

母　コノハナ（父　イーグルカフェ） 産地　むかわ町 5枠5番

地方収得賞金　625,000円 シュネルバレイ 調教師　川島正一（船橋） 12R

北海道：2020/06/04～　12戦0勝（2着1回、3着4回） 牡7歳 馬主　吉田照哉 3枠3番

6枠8番 栗毛 生年月日　2013年5月3日 フレアリングスター 調教師　藤原智行（浦和） 

スパイスアップ 調教師　佐々木功（船橋） 父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム 牡6歳 馬主　山口明彦

牡2歳 馬主　酒井孝敏 母　ヴィヴァチッシモ（父　サクラバクシンオー） 産地　千歳市 鹿毛 生年月日　2014年4月26日

栗毛 生年月日　2018年2月24日 地方収得賞金　16,580,000円 父　アドマイヤマックス 生産牧場　山口明彦

父　フリオーソ 生産牧場　新生ファーム 北海道：2015/06/02～　9戦2勝（2着1回、3着2回） 母　フレアリングピュア（父　ブラックホーク） 産地　平取町

母　ザスパイスガール（父　マチカネキンノホシ） 産地　日高町 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　15,119,000円

地方収得賞金　600,000円 南関東：2016/01/18～　39戦8勝（2着4回、3着6回） 北海道：2016/06/08～　13戦1勝（2着5回、3着1回）

北海道：2020/08/05～　4戦1勝（2着0回、3着0回） ◆2015　知床賞［盛岡］　3着 南関東：2016/11/29～　7戦0勝（2着1回、3着2回）

南関東：2020/10/26～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2017/04/18～　15戦1勝（2着2回、3着2回）

7枠10番 10R 南関東：2017/12/21～　55戦3勝（2着4回、3着3回）

シュヴノアール 調教師　岡林光浩（船橋） 3枠3番 4枠4番

牝2歳 馬主　（有）ユートピア牧場 ハングリーハート 調教師　出川克己（船橋） サーフシェイパー 調教師　出川克己（船橋） 

鹿毛 生年月日　2018年5月6日 牡5歳 馬主　吉田照哉 牡4歳 馬主　吉田照哉

父　マクフィ 生産牧場　(善)橋本牧場 栗毛 生年月日　2015年5月2日 芦毛 生年月日　2016年2月23日

母　ピュアノアール（父　ブラックタイド） 産地　安平町 父　アッミラーレ 生産牧場　社台ファーム 父　アサクサキングス 生産牧場　社台ファーム

地方収得賞金　635,000円 母　ハートサムデイ（父　ティンバーカントリー） 産地　千歳市 母　ビーチフラッグ（父　Ｂｏｕｎｄａｒｙ） 産地　千歳市

北海道：2020/06/11～　7戦1勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　22,220,000円 地方収得賞金　7,065,000円

北海道：2017/05/24～　4戦1勝（2着1回、3着0回） 北海道：2018/05/02～　5戦1勝（2着0回、3着1回）

●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 南関東：2017/10/24～　31戦5勝（2着5回、3着7回） 南関東：2018/12/11～　23戦1勝（2着4回、3着5回）

1R　①ナッチャンカット　④ラストスナイパー　⑥エムオーシャルマン 6枠7番

2R　⑥シルバーサークル ヒガシウィザード 調教師　渡邊貴光（船橋） ●本日の騎乗予定　桑村 真明騎手
3R　②ズイーガー　④サンドアキュート 牡5歳 馬主　梁川正普 船橋6R　⑨ディアデイジー

5R　⑦タグヤ 黒鹿毛 生年月日　2015年3月18日 　　10R　⑦ヒガシウィザード

6R　④サラサ 父　サンライズバッカス 生産牧場　ヤナガワ牧場 　　12R　①ヴィットリオ

8R　⑤ローザルーナ 母　アプローズライト（父　アグネスタキオン） 産地　日高町 ●本日の騎乗予定　服部 茂史騎手
9R　⑧モーニングサクラ 地方収得賞金　19,214,000円 船橋1R　⑧キトロギア

10R　⑦モリデンマグマ 北海道：2017/08/31～　5戦1勝（2着2回、3着1回） 　　　2R　②キャッスルクイーン

　うち他地区参戦：2戦0勝（2着1回、3着1回） 　　　6R　⑩マオノジェット

●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ 南関東：2018/01/17～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 　　　9R　⑭ドラム

1R　⑤リコーモーゼル　⑥サカベンタロー　⑦アアラヴァ 北海道：2018/05/03～　7戦2勝（2着2回、3着1回） 　　10R　⑥タイセイレオーネ

2R　①ヒロノオー　②カールグリン　⑤ミニスター　⑦チョロ 南関東：2019/01/02～　18戦4勝（2着2回、3着3回） 　　12R　⑨エイシンボールディ

　　　⑧ダンスウィズロンド　⑨スプーマビオンダ ◆2017　知床賞［盛岡］　2着　　◆2017　南部駒賞［水沢］　3着

3R　⑤モリデンタワー　⑦エイシンリカルダ　⑧ミヤビゴールド 7枠9番 ●本日の騎乗予定　馬渕 繁治騎手
5R　⑥パディユージン ウインドブロウン 調教師　新井清重（船橋） 笠松2R　⑦ドリームアイ

6R　⑦パピン 牡4歳 馬主　吉田照哉 　　　4R　⑤ペイシャフレンチ

8R　⑥イヴリーヌ　⑧モリノハート 黒鹿毛 生年月日　2016年3月27日 　　　5R　①デルマシャンゼリゼ

9R　⑤マルメロ 父　サウスヴィグラス 生産牧場　社台ファーム 　　　6R　③エイシンアルゴス

10R　①エイシンパラディン　⑩カツゲキダイオウ 母　ウララカ（父　ワイルドラッシュ） 産地　千歳市 　　10R　⑧コパノアーチャー

11R第22回兵庫ジュニアグランプリ　⑫サンゼント 地方収得賞金　16,940,000円

北海道：2018/06/21～　5戦1勝（2着0回、3着2回） ●本日の騎乗予定　山本 咲希到騎手
南関東：2018/11/08～　14戦6勝（2着3回、3着1回） 園田2R　①ヒロノオー

　　　4R　③ナムラリュウグウ

　　　5R　⑥パディユージン

　　　6R　③ナリタウルフ

　　12R　⑩ウォーターラーテル

12/2(水) 船橋競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

ティーズダンク（2019全日本2歳優駿出走時）

転入後
初出走

転入後
初出走

転入後
初出走

転入後
初出走

転入後
初出走

前走
２着

前走
１着

前走
２着

前走
２着

出走取消について
兵庫ジュニアグランプリ〔JpnⅡ〕 に出走を予定しておりました④グロリアスル

カにつきましては、馬体故障のため出走取消となりました。

前走
２着


